
 

鳥取県選挙管理委員会告示第55号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定に基づき、政治団体の収支に関する報告書の提出

があったので、同法第20条第１項の規定により、その要旨を次のとおり公表する。 

 

平成22年11月５日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 古 賀 裕 子 

 

◎政党の支部 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鹿野町支部 

報告年月日 平成22年３月31日 

１ 収入総額 122,636円 

前年繰越額 122,636円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 122,636円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取市松保支部 

報告年月日 平成22年３月19日 

１ 収入総額 67,107円 

前年繰越額 37,048円 

   本年収入額 30,059円 

２ 支出総額 5,177円 

３ 翌年への繰越額 61,930円 

４ 本年収入の内訳 

   本部又は支部から供与された交付金に係る収入

30,000円 

自由民主党鳥取県第一選挙区支部 30,000円 

その他の収入 59円 

    一件10万円未満のもの 59円 

５ 支出の内訳 

政治活動費 5,177円 

    組織活動費 5,177円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取市米里支部 

報告年月日 平成22年３月31日 

１ 収入総額 360,668円 

前年繰越額 360,668円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 360,668円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党日南町支部 

報告年月日 平成22年３月31日 

１ 収入総額 348,934円 

前年繰越額  341,329円 

   本年収入額 7,605円 

２ 支出総額 127,340円 

３ 翌年への繰越額 221,594円 

４ 本年収入の内訳 

   個人の党費・会費 37人 7,400円 

その他の収入 205円 

    一件10万円未満のもの 205円 

５ 支出の内訳 

政治活動費 127,340円 

    組織活動費 97,340円 

その他の経費 30,000円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党米子市春日支部 

報告年月日 平成22年３月31日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県司法書士職域支部 

報告年月日 平成22年２月18日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県土地改良支部 

報告年月日 平成22年２月25日 

１ 収入総額 512,933円 

   前年繰越額 492,586円 

   本年収入額 20,347円  

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 512,933円 

４ 本年収入の内訳 

   寄付 20,000円 

    政党匿名寄付を除く寄付 20,000円 

     政治団体分 20,000円 



 

その他の収入 347円 

    一件10万円未満のもの 347円 

５ 寄付の内訳 

 （政治団体分） 

年間５万円以下のもの 20,000円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県参議院選挙区第一

支部 

報告年月日 平成22年３月29日 

１ 収入総額 26,931,726円 

前年繰越額 10,678,707円 

   本年収入額 16,253,019円 

２ 支出総額 25,143,804円 

３ 翌年への繰越額 1,787,922円 

４ 本年収入の内訳 

   寄付 3,710,000円 

    政党匿名寄付を除く寄付 3,710,000円 

     個人分 600,000円 

     団体分 2,000,000円 

     政治団体分 1,110,000円 

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

12,500,000円 

自民党 500,000円 

    自民党 12,000,000円 

 その他の収入 43,019円 

一件10万円未満のもの 43,019円 

５ 支出の内訳 

   経常経費 18,252,406円 

    人件費 14,083,572円 

    光熱水費 166,777円 

備品・消耗品費 2,485,530円 

事務所費 1,516,527円 

政治活動費 6,891,398円 

組織活動費 2,056,046円 

機関紙誌の発行その他の事業費 4,627,392

円 

機関紙誌の発行事業費 2,684,400円  

宣伝事業費 1,936,800円 

その他の事業費 6,192円 

調査研究費 207,960円 

６ 寄付の内訳 

 （個人分） 

田村裕子 600,000円 鳥取市 

（団体分） 

（株）田村紙店 1,000,000円 鳥取市 

（株）田村紙工 1,000,000円 鳥取市 

（政治団体分） 

田村耕太郎後援会 1,000,000円 鳥取市 

田村耕太郎政策研究会 110,000円 鳥取市 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県鳥取市第二支部 

報告年月日 平成22年３月19日 

１ 収入総額 381,868円 

前年繰越額 381,658円 

   本年収入額 210円 

２ 支出総額 80,951円 

３ 翌年への繰越額 300,917円 

４ 本年収入の内訳   

   その他の収入 210円 

    一件10万円未満のもの 210円 

５ 支出の内訳 

   政治活動費 80,951円 

    組織活動費 80,951円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県遊技連支部 

報告年月日 平成22年４月６日 

１ 収入総額 17,535円 

前年繰越額 7,135円 

   本年収入額 10,400円 

２ 支出総額 17,535円 

３ 本年収入の内訳 

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

10,400円 

自由民主党鳥取県支部連合会 10,400円 

４ 支出の内訳 

  政治活動費 17,535円 

    組織活動費 17,535円 

 

◎ 資金管理団体 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 興隆会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 内田隆嗣 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 米子市議会議

員 

報告年月日 平成22年３月31日 

１ 収入総額 660,000円 

前年繰越額 300,000円 



 

   本年収入額 360,000円 

２ 支出総額 360,000円 

３ 翌年への繰越額 300,000円 

４ 本年収入の内訳 

   寄付 360,000円 

    政党匿名寄付を除く寄付 360,000円 

     個人分 360,000円 

５ 支出の内訳 

政治活動費 360,000円 

    その他の経費 360,000円 

６ 寄付の内訳 

 （個人分） 

内田隆嗣 360,000円 米子市 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 政治経済懇談会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 米井悟 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 鳥取県議会議

員 

報告年月日 平成22年３月８日 

１ 収入総額 20,000円 

   前年繰越額 20,000円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 20,000円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 こだま会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 小玉正猛 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 鳥取県議会議

員 

報告年月日 平成22年３月15日 

１ 収入総額 502,305円 

   前年繰越額 501,955 円 

   本年収入額 350円  

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 502,305円 

４ 本年収入の内訳 

   その他の収入 350円 

    一件10万円未満のもの 350円 

◎その他の政治団体 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 秋山宏樹後援会 

報告年月日 平成22年４月７日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年４月14日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成22年３月16日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 岡空研二後援会 

報告年月日 平成22年３月12日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年８月25日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 岡本たけし後援会 

報告年月日 平成22年５月18日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 下村佳弘後援会 

報告年月日 平成22年７月１日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 瀬尾まなぶ後援会 

報告年月日 平成22年４月８日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 髙橋信一郎後援会 

報告年月日 平成22年３月18日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 武田やすあき後援会 

報告年月日 平成22年４月５日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 てらがき健二後援会 



 

報告年月日 平成22年３月30日 

１ 収入総額 60,000円 

前年繰越額 60,000円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 60,000円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 平岡将光後援会 

報告年月日 平成22年４月14日 

１ 収入総額 199,500円 

   本年収入額 199,500円 

２ 支出総額 199,500円 

３ 本年収入の内訳 

   個人の党費・会費 56人 28,000円 

寄付 171,500円 

    政党匿名寄付を除く寄付 171,500円 

     個人分 171,500円 

４ 支出の内訳 

政治活動費 199,500円 

    組織活動費 115,000円 

機関紙誌の発行その他の事業費 84,500円 

宣伝事業費 84,500円 

５ 寄付の内訳 

 （個人分） 

   平岡将光 171,500円 東伯郡湯梨浜町 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 安江能規後援会 

報告年月日 平成22年４月28日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 やまね英明後援会 

報告年月日 平成22年３月31日 

１ 収入総額 2,019,522円 

前年繰越額 19,355円 

   本年収入額 2,000,167円 

２ 支出総額 849,653円 

３ 翌年への繰越額 1,169,869円 

４ 本年収入の内訳 

   寄付 2,000,000円 

    政党匿名寄付を除く寄付 2,000,000円 

     個人分 2,000,000円 

その他の収入 167円 

    一件10万円未満のもの 167円 

５ 支出の内訳 

   経常経費 204,012円 

事務所費 204,012円 

政治活動費 645,641円 

    組織活動費 645,641円 

６ 寄付の内訳 

 （個人分） 

   山根敏樹 800,000円 鳥取市 

山根正樹 200,000円 八頭郡八頭町 

山根英明 1,000,000円 八頭郡八頭町 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 由田隆後援会 

報告年月日 平成22年３月31日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年11月４日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 大久保正康後援会 

報告年月日 平成22年３月25日 

１ 収入総額 180,000円 

   本年収入額 180,000円 

２ 支出総額 175,350円 

３ 翌年への繰越額 4,650 円 

４ 本年収入の内訳 

   寄付 180,000円 

    政党匿名寄付を除く寄付 180,000円 

     個人分 180,000円 

５ 支出の内訳 

   経常経費 51,450円 

事務所費 51,450円 

政治活動費 123,900円 

    機関紙誌の発行その他の事業費 123,900円 

    宣伝事業費 123,900円 

６ 寄付の内訳 

 （個人分） 

大久保正康 180,000円 八頭郡若桜町 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 大谷てる子後援会 

報告年月日 平成22年４月２日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 



 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 河村久雄後援会 

報告年月日 平成22年８月16日 

１ 収入総額 5,938円 

前年繰越額 5,938円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 5,938円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 小玉正猛後援会 

報告年月日 平成22年３月15日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 佐々木やす子後援会 

報告年月日 平成22年４月２日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 澤紀嘉後援会 

報告年月日 平成22年３月29日 

１ 収入総額 4,617円 

前年繰越額 4,617円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 4,617円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 下村佳弘後援会 

報告年月日 平成22年７月１日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 瀬尾まなぶ後援会 

報告年月日 平成22年６月７日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 武田やすあき後援会 

報告年月日 平成22年４月５日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 田渕章人後援会 

報告年月日 平成22年３月９日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 平岡将光後援会 

報告年月日 平成22年４月14日 

１ 収入総額 67,500円 

   本年収入額 67,500円 

２ 支出総額 67,500円 

３ 本年収入の内訳 

   個人の党費・会費 35人 17,500円 

寄付 50,000円 

    政党匿名寄付を除く寄付 50,000円 

     個人分 50,000円 

４ 支出の内訳 

政治活動費 67,500円 

    組織活動費 67,500円 

５ 寄付の内訳 

 （個人分） 

   平岡将光 50,000円 東伯郡湯梨浜町 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 福田泰昌後援会 

報告年月日 平成22年２月24日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 矢田治美後援会 

報告年月日 平成22年１月14日 

１ 収入総額 228,089円 

前年繰越額 228,089円 

２ 支出総額 440円 

３ 翌年への繰越額 227,649円 

４ 支出の内訳 

   経常経費 440円 

事務所費 440円 

 

期間 平成21年11月13日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 山内勉後援会  

報告年月日 平成22年２月25日 



 

１ 収入総額 380,000円 

   本年収入額 380,000円 

２ 支出総額 375,656円 

３ 翌年への繰越額 4,344円 

４ 本年収入の内訳 

   寄付 380,000円 

    政党匿名寄付を除く寄付 380,000円 

     個人分 380,000円 

５ 支出の内訳 

   経常経費 350,456円 

    人件費 88,200円 

    光熱水費 26,147円 

備品・消耗品費 65,839円 

事務所費 170,270円 

政治活動費 25,200円 

   調査研究費 25,200円 

６ 寄付の内訳 

 （個人分） 

   山内順子 380,000円 東伯郡琴浦町 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 米井悟後援会 

報告年月日 平成22年３月８日 

１ 収入総額 130,920円 

前年繰越額 30,920円 

   本年収入額 100,000円 

２ 支出総額 118,671円 

３ 翌年への繰越額 12,249円 

４ 本年収入の内訳 

   寄付 100,000円 

    政党匿名寄付を除く寄付 100,000円 

     個人分 100,000円 

５ 支出の内訳 

   経常経費 118,671円 

    光熱水費 25,862円 

備品・消耗品費 37,156円 

事務所費 55,653円 

６ 寄付の内訳 

 （個人分） 

米井悟 100,000円 八頭郡智頭町 

 

 

 




